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催し
たちかわ生涯学習文化講演会
「みちのくの仏像」
特別展「みちのくの仏像」は東京国立
博物館・本館（上野公園）で1月14日
㈬〜4月5日㈰に開催されます。みち
のくの仏像は人間味があり、厳しい自
然に生きた人々の強さと優しさが表

伝えします。NHKと共催。来場者には
無料招待券を1人1枚差し上げます 時
2月21日㈯午後1時30分〜3時10分
場 柴崎学習館 師 東京国立博物館平
常展調整室長・丸山士郎さん 定 180人
までに、住
（抽選）申 1月7日㈬〔必着〕
所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号
（ペアで申し込む場合は2人分）、返
信用宛先を書いて往復はがきで生涯
学習推進センター〔〒190−0012曙
町2−36−2〕
☎
（528）6872
へ。市ホーム

街振興組合〕☎(522)2609、市産業
振興課商工振興係・内線2644

初笑い
「にしすな寄席」
出演は、三遊亭栄馬さんです。お題
は当日のお楽しみ 時 2月1日㈰午後2
時〜3時 場 西砂学習館 定 50人（申込
順）申 12月25日㈭から西砂学習館☎
（531）0431へ

第45回都民寄席
出演は春風亭昇也さん、三遊亭歌之
介さん、桂歌丸さん（落語）、ボンボン
ブラザース（太神楽曲芸）ほか 時 3月
24日㈫午後6時30分開演 場 たましん
RISURUホール（立川市市民会館）
定 1201人（抽選）申 1月10日㈯〔消
印有効〕までに、
「 3月24日たましん
RISURUホール」、住所、氏名、電話
番号、希望人数（1枚2人まで）、返信
用宛先を書いて、往復はがき（1人1
枚）で都民寄席実行委員会〔〒160
−0023新宿区西新宿6−12−30公
益社団法人落語芸術協会内〕☎03
（5909）3081へ

ページトップ
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みんなで初笑い ! 幸図書館落
語会

初春らしい落語や紙切りなど。出演
は立川落語会の皆さん。直接会場へ
も可
時 1月11日㈰午後2時〜3時 場こぶし
重要文化財 薬師如来坐像
（部分）
岩手・黒石寺蔵 平安時代・貞観4年
（862）
会館 定 30人（先着順）問 幸図書館☎
（536）8308

得する街のゼミナール「立川北
口まちゼミ」

商店主やスタッフが講師となって、専
門家ならではの知識や知恵を皆さん
にお伝えする少人数制の講座。今回
は高松町商店街振興組合、髙松大通
り商店街振興組合、
シネマ通り商店会
が主催で、
「もう失敗しない!!お家で
できるお子様前髪カット」
「パンのおい
しい食べ方と酵母のおはなし」
など17
講座を開催します。内容や日程、申込
方法など、
くわしくは高松町商店街振
興組合のfacebook HP https://www.
facebook.com/iinetakamatsu、
ま
たは主催の商店街で配布するチラシ
をご覧ください 時 1月18日㈰〜2月15
日㈰ 場 講座開催店舗 費 一部の講座は

献血感謝イベント
献血した方に干支付きおみくじをプ
レゼント。直接会場へ 時 12月26日㈮
〜1月7日㈬、午前10時〜午後5時45
分〔12月31日と1月1日を除く〕場 立川
献血ルーム
（立川駅北口丸井・井上共
同ビル地下1階）問 立川献血ルーム☎
0120（800）762、市福祉総務課・内
線1490

やさしいヨガ教室
対 60歳以上の市民の方 時 2月3日・10
日・17日・24日の火曜日、午後1時30
分〜3時30分（全4回）場 曙福祉会館
師 生涯学習市民リーダー・伊藤統子
さん 定 20人（申込順）持 動きやすい服

たまがわ・みらいパークの催し
場 たまがわ・みらいパーク
（旧多摩

川小） マークの催しは電話、ま
たは参加者名・電話番号を書いて
そ
ファクスで☎・Fax (848)4657へ。
の他の催しは直接会場へ

たまみら朝市
時 1月18日㈰午前10時～正午

（売り切れ次第終了）

たまみらでカラオケを楽しもう!

対 3人以上のグループ 時 ▷1月7日・

14日・21日・28日の水曜日、午後1時
〜5時▷12日㈷午前10時〜午後5時
費 1,000円
（2時間1部屋。延長1時間
500円）
〔申込制、前日までに〕

十文字自彊術体験クラス 子ども
連れも可 時 1月16日㈮午後1時〜2
時30分 定 20人〔申込順、前日までに〕
●ミニトマの木の子育てひろば 対
乳幼児と親 時 ▷1月9日・16日・23日・
30日の金曜日▷11日・25日の日曜
日、午前11時〜午後3時
●おはなしたまご「おはなし会」 時
1月25日㈰午後1時〜2時
プラモデルづくり教室 対 小学2
年生以上の子ども 時 1月25日㈰午前
9時〜午後4時 定 10人〔申込順、1月
18日㈰までに〕
昆虫&野鳥観察会 対 幼児〜大人
（初めての小学2年生以下は保護者
同伴）時 1月25日㈰午前9時〜正午
費 50円
（保険代）定 20人〔申込順、前
日までに〕

装、飲み物、ヨガマットまたはバスタ
オル 申 12月25日㈭から曙福祉会館☎
（529）8567へ

ワッカフェ with Baby〜ハー
プの音色で音育
赤ちゃん連れで楽しめるママのため
のイベント。心地良いハープ演奏と
「 聞く力」を伸ばす音 育の話を聞き
ます。授乳中でも安心のカフェインレ
スコーヒーとお菓子でカフェタイム
もあります。
ワッカチッタが主催。
くわ
しくは同団体ホームページHP http://
www.waccacitta.comを 対 0歳児
と母親（0歳児以外の同伴不可）時 1
月23日㈮午前10時〜正午 場 子ども
未来センター 師 音育アドバイザー・
梶伸子さん 費 600円(カフェ代) 定 12
人(申込順) 申 12月27日㈯午前9時
から住所、氏名、電話番号、お子さん
の氏名、月齢を書いて、Eメールで e
waccacitta@gmail.comへ 問 子育
て支援事務室☎(529）8664

はじめての茶道体験
キッズワークショップvol.45。畳の
上での所作から茶室でのもてなし方
まで、茶道を通じて日本の伝統文化
に触れてみましょう 対 小学生（小学
3年生以下は保護者同伴）時 1月31
日㈯▷午前10時30分〜午後0時30
分▷午後2時〜4時 場 女性総合セン
ター 師 表千家茶道講師・林宗祥さん
費 500円 定 各回10人（抽選）申 1月
12日㈪までに立川市地域文化振興
財団ホームページ HP http://www.
tachikawa-chiikibunka.or.jp/
b 1 0 - 2 0 1 5 0 1 3 1 kw f/からメール
フォームで同財団☎
（526）1312へ

新春子ども凧あげ大会

温かい豚汁も用意しています。直接会
場へ 時 1月10日㈯午前9時30分〜正

午〔雨天中止〕場 多摩川河川敷市民運
動場 持 自作・市販の凧〔希望者にはビ
ニール凧の材料を50円で販売します
（先着400セット）〕問 市地域文化振
興財団☎
（526）1312
至立川
Ｊ Ｒ中央線

れているようです。一木造、素地仕上
げ、
力強い表現などみちのくの仏像の
特徴を紹介し、展覧会の見どころをお

実費（材料代）問 横町屋〔高松町商店

新奥多摩街道
福祉会館前
柴崎
受付
福祉会館
凧あげ会場
多摩川

至日野

赤ちゃんがきた!〜思春期に花
開く親子の絆づくり
母親と0歳児の赤ちゃんが一緒に参
加するプログラムです 対 2か月〜5か
月児と母親（第1子に限る）時 2月3日・
10日・17日・24日の火曜日、午後1時
〜3時（全4回）場 子ども未来センター
師 BP認定ファシリテーター・岩﨑正
美さん 定 10組（申込順）申 12月26日
㈮午前10時から子育て支援事務室☎
(529)8664へ

立川市役所ロビーコンサート
サクソフォーン四重奏。直接会場へ 時
1月20日㈫午後0時20分〜0時50分
場 市役所1階多目的プラザ 問 地域文
化課・内線4501

シルバー人材センター入会説明会
対 57歳以上の市民の方 時 1月14日、

2月4日・18日の水曜日、午後1時か
ら 場 シルバー人材センター柴崎本部
（柴崎町1−17−7）申 前日までに同本

広い河原で凧あげを楽しみましょう。 部☎
（527）2204へ

遊びにおいでよ 児 童 館

富士見児童館
☎(525)9020
ぐにゃぐにゃ凧をつくろう!＝1月5日㈪
午後4時から、定員20人、小学生以上
つくってたべよう♪
「とうふ白玉おしる
こ」
＝1月19日㈪午後2時30分から、定
員20人、有料、小学生以上
ビーチフラッグをやろう!＝1月22日㈭
午後3時30分から、定員20人、小学生
以上
錦児童館
☎（525）6684
お正月バドミントンラリー大会＝1月8
日㈭午後2時から、2人1組
●おたのしみシアター＝1月21日㈬午後
3時から
マイおじぞう様づくり＝1月30日㈮午
後3時から、定員15人
羽衣児童館
☎(526)2336
すごろく作り＝1月8日㈭午後1時から
Let’sクッキング!ギョウザの皮ピザ＝1
月18日㈰午後2時から、定員20人、有
料、小学生
かんたん編み物〜カイロポシェットを
つくろう＝1月22日㈭〜25日㈰午後1
時から
高松児童館
☎（528）2925
●新春初遊び「にっぽんのむかしあそび
大会」
＝1月4日㈰午後2時から
しゃる、ういー、ベースボール?＝1月
17日㈯午後2時から、定員20人

マークの催しは
申込制です

若葉児童館
☎（536）1400
●お正月あそび＝1月4日㈰〜10日㈯午
後3時30分から
●凧作りワークショップ＝1月17日㈯午
後1時30分から
幸児童館
☎（537）0358
●お正月あそび＝1月4日㈰〜7日㈬
●七草がゆ〜タッチ風＝1月7日㈬午後3
時から
●工作週間〜凧づくり&たこあげ大会＝
1月14日㈬〜18日㈰午後3時から
上砂児童館
☎（535）1557
●お正月だよ!ジャンボすごろく大会＝1
月7日㈬午前10時から
●新春マンカラ大会＝1月7日㈬午後2時
30分から
●ダブルダッチをしよう＝1月20日㈫午
後3時30分から
●てあとる上砂＝1月28日㈬午後3時から
西砂児童館
☎（531）0433
●正月あそび＝1月6日㈫〜9日㈮午後2
時から
フリースペース＝1月10日㈯午前10時
から、有料、小学生以上
●冬のファミリー天体観測＝1月17日㈯
午後6時30分から、中学生以下の子ど
もと親
バスケットボール大会＝1月31日㈯午
後2時から、定員10人、小学生以上

※子育てひろばを各館で実施しています。
くわしくは各館にお問い合わせください。
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